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【営業案内】
プール スタジオ 屋外

11：00～11：30

kumi 中島森

コア８エアロ

深澤 Tomo 加藤

アクアサーキット

14：00～14：30
ZUMBA アイチ シンプルエアロ

6/3（水） 6/5（金）

14：00～14：30 14：00～14：30 15：00～15：30

6/7（日）

ほぐしヨガ クロール ビートファイター

14：00～14：30

6/2（火）

波田野 上田

木曜日
6/6（土）

11：00～11：30 11：00～11：30
水士武気30

休

ほぐしヨガ

11：00～11：30

上田

13：00～13：30 13：00～13：30 13：00～13：30 13：00～13：30 12：20～12：50

石原

アクアダンス30

靑木 高橋(秀) 石原 八木

ｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟｳｫｰｸ アクアダンス30

シンプルエアロ

田中 石田

13：00～13：3013：00～13：30
機能向上水中体操 ラテンエアロ

古橋 石原

14：00～14：3014：00～14：30
アクアダンス30 ステップ(初級)

篠田

19：00～19：3019：00～19：30
アクアダンス30 ﾋﾞｰﾄﾌｧｲﾀｰ

石田 上田

上田

kumi

13：00～13：30 13：00～13：30
水慣れ エンジョイエアロ

中島 八木

14：00～14：30 14：00～14：30
水士武気30 バレトン

波田野 KOTOE

19：00～19：30 19：00～19：30
平泳ぎ エンジョイエアロ

中島 篠田

11：00～11：30 11：00～11：30
アクアダンス30 ラテンエアロ

石田 八木

13：00～13：30 13：00～13：30
腹凹アクア シンプルエアロ

上田 加藤

14：00～14：30 14：00～14：30
パワーストレッチ ピラティス

森 渡辺(ゆ)

19：00～19：30 19：00～19：30
アクアダンス30 ZUMBA

石原 Tomo

11：00～11：30
水士武気30 ピラティス アクアダンス30 アクティブヨーガ ステップ（中級）

6/14（日）

13：00～13：30 13：00～13：30
ｼｪｲﾌﾟｱｯﾌﾟｳｫｰｸ ほぐしヨガ

11：00～11：30 11：00～11：30 11：00～11：30 11：00～11：30

シンプルエアロ

石原 石田

6/12（金） 6/13（土）

KOTOE

深澤 Tomo

19：00～19：30 19：00～19：30

11：00～11：30 11：00～11：30
水士武気30 ピラティス

靑木 高橋(秀)

11：00～11：30 11：00～11：30
アクアダンス30 アクティブヨーガ

アクアサーキット ZUMBA

森 kumi

14：00～14：30 14：00～14：30

石原 八木

13：00～13：30 13：00～13：30
クロール ビートファイター

中島 波田野

14：00～14：30 14：00～14：30
アイチ シンプルエアロ

加藤 石原

18：00～18：30 19：00～19：30
スイム800 バレトン

11：00～11：30
ZUMBA

KOTOE

12：20～12：50
アクアダンス30

上田

15：00～15：30
骨盤体操

間々田

6/9（火） 6/10（水）

16：00～16：30 16：00～16：30
腹凹アクア シンプルエアロ

上田 篠田中島

水士武気30

11：00～11：3011：00～11：30 11：00～11：30 11：00～11：30 11：00～11：30 11：00～11：30
アクアダンス30 シンプルエアロ 水士武気30 ほぐしヨガ アクアダンス30 ラテンエアロ

田中 石田 石原 kumi 石田 八木

13：00～13：3013：00～13：30 13：00～13：30 13：00～13：30 13：00～13：30 13：00～13：30
機能向上水中体操 ピラティス 水慣れ エンジョイエアロ 腹凹アクア シンプルエアロ

古橋 田中 中島 八木 上田 加藤

14：00～14：3014：00～14：30 14：00～14：30 14：00～14：30 14：00～14：30 14：00～14：30
アクアダンス30 ステップ(初級) 水士武気30 バレトン パワーストレッチ ピラティス

上田 篠田 波田野 KOTOE 森 渡辺(ゆ)

19：00～19：3019：00～19：30 19：00～19：30 19：00～19：30 19：00～19：30 19：00～19：30

Tomo

アクアダンス30 ステップ(初級) 平泳ぎ エンジョイエアロ アクアダンス30 ZUMBA

石原 上田

19：00～19：30 19：00～19：30 18：00～18：30 16：00～16：30 16：00～16：30

上田 篠田

水士武気30 シンプルエアロ スイム800 腹凹アクア シンプルエアロ

11：00～11：3011：00～11：30

石原 石田 中島石田 上田 中島 篠田 石原

13：00～13：3013：00～13：30

田中 石田

アクアダンス30 シンプルエアロ
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上田 篠田

アクアダンス30 ステップ(初級)

14：00～14：3014：00～14：30

古橋 石原

館

日

石田 上田

アクアダンス30 ZUMBA

19：00～19：3019：00～19：30

機能向上水中体操 ラテンエアロ

10：30～11：00
ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｸ

森

10：30～11：00
ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｸ

森

10：30～11：00
ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｸ

森

6/15（月）

30分の短縮レッスンから段階的に通常レッスンへと戻す予定ではありますが

状況により、また変更する場合もございますのでご了承ください。

詳細は、6/11(木)に改めてﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにてお知らせをいたします。

6/8（月）

6/1（月）

10：00～22：00月曜～金曜

土曜日

日曜、祝日

10：00～21：00

◆全てのレッスン定員数を最大15名までに制限させていただきます。立ち位置の

　設定はしませんが、思いやりのある距離の確保にご協力お願いいたします。

◆飛沫感染防止の為、プール以外のレッスンやトレーニングでは可能な範囲で【　休館日　】

毎週木曜日

【6/16（火）以降のレッスンについて　】

10：00～18：00

☆久しぶりの運動は無理をせず、ペースを落として実施しましょう！！

【新型コロナウイルス感染予防の為のお願い】

　マスクの着用をお願いいたします。また、大声や会話もご遠慮ください。

（プールエリアやサウナ、トイレなどの密閉空間での会話もご遠慮ください。）

◆ストレッチマット使用後は、除菌・拭き掃除にご協力お願いいたします。

◆入館時に備え付けの消毒液で手指除菌と、体温測定にご協力ください。

　風邪の症状や発熱がある方、強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）が

　ある方はご利用をお控えいただきますのでご了承ください。

◆スタジオ窓は常時開放いたします。ヨガやストレッチクラスでは寒さ対策として

　上着や長ズボンなどのご準備をお願いいたします。


